
は し が き

本書『実践的消費者読本』は、大学、短期大学等における「消費生活論」など、消費者問題の教科書とし

て編まれました。20歳前後の若者を主な読者に想定していますが、消費者教育に携わる教員の方々の参考と

しても、消費生活アドバイザーまたは消費生活相談員の資格試験を受験する方々の学習の入口としても役立

つものとなった、と考えます。

本書の初版は、1999年（平成11年）に、林郁先生の編集により発刊されました。幸い好評が得られ、それ

以後、2012年（平成24年）の第�版まで改訂が続きました。2020年（令和�年）、途中から編者に加わって

いた圓山に編集を引き継ぎ、執筆者を交代して項目を全面的に見直し、白紙から文章を書き下ろす大改訂を

行い、この第�版を刊行することとなりました。

本書には、初版から変わらない執筆者の思いがあります。読者のみなさんには、「よりよく生きるための

知識や技術を学ぶ」ことに加えて「よき市民としてよりよい社会を築く」ために、本書を読み、あるいは本

書を用いた講義を受けて、考え、話し合い、「たとえ小さな一歩でもよいから行動のきっかけにしてほしい」

と願っています。

さて、初版と第�版を見比べると、この二十数年間で消費生活が大きく変わったことを感じます。

私たちがインターネットやスマートフォンの情報を信じて消費を決めるようになったこと。

規制緩和が進み、金融商品、代金決済、サービスの分野を初めとして新しい商品が出回ったこと。

夏の暑さや、台風、豪雨、大雪などが猛威をふるい、地球温暖化の弊害が実感されるようになったこと。

従来の消費者団体に加えて、差止め請求権を持つ適格消費者団体が発足し、事業者に働きかける活動が活

発になったこと。

国の消費者行政では消費者庁と消費者委員会が設置され、国民生活センターと合わせて�つの機関が活動

するようになったこと。

消費者教育推進法が立法され、消費者市民の育成を含む消費者教育が体系的に実施されるようになったこ

と。

第�版は、このような消費生活の変化に伴った、最新のテキストとして世に送り出します。

出版にあたり、第�版にもご助言をいただいた林郁先生、今回の改訂を決断された民事法研究会の代表取

締役の田口信義さん、編集部の大槻剛裕さんに心から感謝を申し上げます。

なお、各項目の図表等で他の文献から引用したものは出典を示しました。出典のないものは執筆者が作図、

作表したものです。

2021年�月

編著者 圓 山 茂 夫

共著者 穴井美穂子 井 上 博 子 川口美智子

白﨑夕起子 松 原 由 加 丸山千賀子

はしがき
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11 食品の表示を読む

● 食品の表示のルールはどのようになっていますか？

● 消費期限と賞味期限の違いは何ですか？

私たちは、食品についている表示やマークを

見て、どんな原材料を使って作られたか、いつ

までに食べればよいかなど、食品表示から情報

を読み取ることができます。食品表示は、消費

者に対してその食品の情報を伝える大切なもの

です。食品の安全性確保および消費者の適切な

商品選択の機会の確保するために、2015年に食

品表示法が施行されました。

食品表示基準

食品表示法に基づいて、具体的な表示のルー

ルは食品表示基準に定められており、食品の製

造者、加工者、輸入者または販売者に対して、

食品表示基準の遵守が義務づけられています。

食品表示基準では、食品について、加工食品、

生鮮食品、添加物に区分されています。表示に

は、必ず表示しなければならない義務表示、義

務ではないが表示の対象となる任意表示、積極

的に表示を推進するように努めなければならな

い推奨表示があります。

表示事項

名称、保存方法、消費期限または賞味期限、

原材料名、添加物、内容量、栄養成分の量

および熱量、製造者等の氏名または名称お

よび住所

（アレルギー、特定保健用食品※、機能性

表示食品※、遺伝子組換え食品等について

は適用時に表示）

義務表示

※ 40頁以下を参照

推奨表示 飽和脂肪酸、食物繊維の量

任意表示

特定の原産地や有機農産物など特色のある

原材料等、義務表示以外の栄養成分、ナト

リウムの量など

⑴ 加工食品

製造または加工された食品を容器に入れ、ま

たは包装された食品を一般加工食品といいます

（例、小麦粉、缶詰、パン、ビスケット、ウインナ

ー、牛乳、みそ、弁当など）。その場で製造・販

売される食品は、原材料や保存方法などを対面

で説明できるため、表示の義務づけはありませ

ん。

加工食品の例

� 保存方法

開封前の保存方法を、食品の特性に従い、

「直射日光を避け、常温で保存すること」、

「10℃以下で保存すること」などと表示します。

食品を開封した場合、消費期限または賞
しょう

味
み

期

限まで食品の安全性や品質の保持が担保される

ものではありませんので、速やかに消費する必

要があります。

� 期限表示

加工食品には、消費期限または賞味期限のど

ちらか一方のみの表示が義務づけられています。

・消費期限：開封していない状態で、表示さ

れた保存方法を守って保存したときに、食

べても安全な期限を示す。年月日で表示。

第Ⅲ部 消費者と食品
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例、お弁当、ケーキ、惣菜など

・賞味期限：開封していない状態で、表示さ

れた保存方法を守って保存したときに、お

いしく食べることができる期限を示す。３

カ月を超えるものは年月で表示し、３カ月

以内のものは年月日で表示。

例、スナック菓子、カップめん、缶詰、

ペットボトル飲料など

� 栄養成分表示

すべての一般加工食品および添加物に、熱量

（エネルギー）・たんぱく質・脂質・炭水化物・

食塩相当量（ナトリウム）の栄養成分表示が義

務づけられています。熱量・たんぱく質・脂

質・炭水化物・食塩相当量の順に記載されます。

表示を推奨されている栄養成分は、飽和脂肪酸、

食物繊維で、そのほかに糖類、糖質、コレステ

ロール、ビタミン・ミネラル類を表示すること

ができます。

栄養強調表示をする場合、含有量が一定の基

準を満たす必要があります。

栄養強調表示の例

低脂肪 カルシウム
たっぷり  

高たんぱく 

� アレルギー表示

特定の食品が原因で、身体が過敏な反応を起

こす健康危害を食物アレルギーといいます。か

ゆみやじんましん、下痢、おう吐、呼吸困難な

どの症状があります。急激な血圧低下や意識障

害などアナフィラキシーショックという症状が

起きた場合、対応が遅れると命にかかわること

もあります。

食物アレルギーの発生を防ぐために、アレル

ギー物質の表示が義務づけられています。アレ

ルギー物質を含む食品について、症状が重
じゅう

篤
とく

になりすいため、必ず表示しなければならない

特定原材料７品目と、症例数が少ないまたは症

状は軽いが表示を推奨しているもの21品目があ

ります。原則として個別表記とされますが、原

材料名の最後にアレルギー物質をまとめて記載

する一括表記は、例外的に可能です。「入って

いるかもしれない」などの可能性表示は禁止さ

れています。

� 遺伝子組換え食品

他の生物から有用な性質をもつ遺伝子を取り

出し、その性質をもたせたい作物などに組み込

む技術を利用して作られた食品を遺伝子組換え

食品といいます。新しい性質をもった品種は、

食糧問題や環境保全などに期待されています。

現在、大豆、とうもろこし、ばれいしょ（じ
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アレルギー物質

アーモンド、あわび、いか、いくら、オ

レンジ、キウイフルーツ、牛肉、クルミ、

さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、

まつたけ、やまいも、もも、りんご、ゼ

ラチン、ごま、カシューナッツ

特定原材料

に準ずる物

質

（表示推奨）

卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、か

に

特定原材料

（義務表示）

遺伝子組換え食品の表示方法

分別生産流通管理をしたが

農産物の意図せざる混入が

５％を超えていた場合、お

よび、それを加工食品の原

材料とした場合

分別生産流通管理をせず遺伝

子組換え農産物および非遺伝

子組換え農産物を区別してい

ない場合、および、それを加

工食品の原材料とした場合

遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されて

いない旨を表示

例）「大豆（遺伝子組換え不分別）」等

※ IP ハンドリングともいい、遺伝子組換え農産物と非遺伝

子組換え農産物を生産・流通および加工の各段階で善良なる

管理者の注意をもって分離管理し、それが書類により証明さ

れていること。

分
ぶん

別
べつ

生産流通管理※をして遺伝子組換え農産物を区分して

いる場合およびそれを加工食品の原材料とした場合

分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨

を表示

例）「大豆（遺伝子組換え）」等



20 契約とは何だろう

● 契約はどのような場合に成立しますか？ また、どのような意味がありますか？

● 消費生活のトラブルが起きたとき、契約はどうなりますか？

契約とは何か

分業が進んだ現代では、自分ではできないも

のごとを、お金を払って手に入れることができ

ます。このとき相手との間で、価格や種類など

を決めるのが契約です。それをもとに代金を払

って商品やサービスを受け取ります。

携帯電話や銀行預金の申込みなどは特に契約

を意識する場面です。このほか、お店での買い

物、外食、散髪や美容院、電車やバスの利用な

どもすべて契約を結んでいるのです。買い物を

してお金を払うたびに契約をしているのです。

契約の進み方

消費者は、販売員の説明を聞いたり、陳列さ

れた商品を見て、商品の内容や価格を知って納

得したら、「買います」と言ったり、レジに持

っていきます（契約の申込み）。お店の側（事業

者）は、それを受けて販売をします（契約の承

諾）。このように、誰と誰が（当事者）、何を

（目的物）、いくらで（代金）、どのような支払方

法で、という重要なことについて、自由な意思

による申込みと承諾が一致して合意したときに、

契約が成立し、権利と義務が発生します。

商品を購入する契約（売買契約）では、消費

者は商品を請求する権利をもつ半面、代金を支

払う義務を負います。事業者は代金を請求する

権利をもつ半面、商品を消費者に渡す義務を負

います（契約上の義務を債
さい

務
む

といいます）。お互

いに債務を履
り

行
こう

すると契約は目的を遂げます。

私たちは１日に何件も買い物をし、その回数

は年間で数千件にも上ります。ほとんどの場合、

消費者も事業者も受け取った商品や代金に納得

し、契約について特に意識をせずにいます。

契約は国が後ろ楯となる

しかし例外的に、商品が送られてこない、説

明が間違っていたなど、こんなはずではなかっ

たと不満をもつ場合がないわけではありません。

このときが契約や法律の出番です。

さて、「消費者が代金を支払ったのに事業者

が商品を渡さない。交渉しても解決しない」と

いう例を考えてみます。契約が守られない場合

は、消費者は裁判所を利用する、つまり国の助

けを借りることができます。この場合、①裁判

所で「契約した商品を引き渡せ」と訴訟をし、

商品を渡せと相手に命令する判決を下してもら

う、②裁判所で「契約を解除するので代金を返

せ」と訴訟をし、代金を返せと命令する判決を

下してもらう、③裁判所で「商品を引き渡さな

かったことにより私に生じた損害を賠償せよ」

と訴訟をし、賠償せよと命令する判決を下して

もらうことができます。

①・②・③ともに、相手が判決に従わなけれ

ば、裁判所の職員に依頼して相手から商品、代

金、損害賠償金を取り返すことができます（強

第Ⅵ部 消費者と契約

66

売買契約に基づき権利と義務を負う

商品の引渡しを請求する権利（債権）

販
売
業
者

商品を渡す義務（債務）

消
費
者

売買契約

代金を支払う義務（債務）

代金を請求する権利（債権）



制執行）。なお、裁判所を通さずに相手の所に

行って商品や金銭を取ると犯罪になってしまい

ます（自
じ

力
りき

救
きゅう

済
さい

の禁止）。

裁判所は、契約の実現や、被害の回復を助け

てくれるのです。国民が契約を守る理由には、

自分が約束したことは誠実に果たしたいという

思いとともに、契約を破ったら国から強制され

るのでそれは避けたいという動機もあるのです。

これ以後は、買い物のトラブルにあった場合

に、法律が消費者を守ってくれる場面を説明し

ます。民法は、契約に関する基本的な法律です。

消費者契約法は、事業者と消費者との間には情

報や交渉力の格差があるので、消費者の利益の

擁護を図ることを目的に2000年に立法されまし

た。これらの法律の主な項目を紹介します。

事業者が約束を守らない

契約を守らないことを債務不
ふ

履
り

行
こう

といいます。

商品が届かない場合は前述の例のように、商品

の引渡しか、代金の返金か、損害賠償を求める

ことができます。

商品が届いたけれど契約どおりではない、つ

まり、種類が違う、品質が悪い、数が足りない、

といった場合は、相手に対して、交換、修理、

補充、あるいは代金の減額を求めることができ

ます（契約不
ふ

適
てき

合
ごう

責任）。リフォーム工事などを

頼んで出来が悪い場合は、やり直しや代金の減

額を求めることができます（担
たん

保
ぽ

責任）。

契約の成立に問題がある

⑴ 契約不成立

契約は一方の申込みと他方の承諾が合致して

成立します。ワンクリック詐欺のように、消費

者は申込むつもりがないのに事業者が契約成立

だと言い張っても、申込みと承諾の合致がない

ので契約は成立しません。契約に基づいて代金

を支払う義務はありません。請求されても支払

ってはいけません。脅しに負けてお金を出した

ら、よい獲物だと思われて請求をされ続けます。

⑵ 錯誤取消し

価格や目的物など重要な事柄について思い違

い（錯
さく

誤
ご

）をして申し込んだ場合、錯誤をした

人は原則として契約を取り消すことができます。

たとえば、1000円で買うつもりなのに1000ドル

で買うと言ってしまったときは、1000ドル払う

契約を取り消すと言えます。

錯誤をして結んだ契約では、間違えた人は真

意と違うことを伝えており、意思が違うので取

り消すことができます。契約を取り消すと権利、

義務は最初にさかのぼってなくなります。商品

や代金を受け取っていた場合は、契約がないの

に商品を受け取っていることになるため、相手

に返します。

⑶ 未成年者取消し

20歳が成年なので19歳以下の人は未成年者で

す（2022年４月からは18歳が成年になるので17歳

以下が未成年者）。未成年者は、契約をするに際

して利益や損失の判断力が不足しているため、

契約をするときに親権者の同意を得る必要があ

ります。同意を得ずに契約した場合で、やめた

くなったときは本人または親権者から契約を取

り消すことができます。ただし、こづかいの範

囲の買い物については同意がいらず、契約の取

消しもできません。

契約をやめたい

⑴ 法定解除

法律で解約ができると定めている場合です。

債務不履行やクーリング・オフ（→70頁）によ

って契約を解除すると、契約は最初にさかのぼ

ってなくなります。商品や代金を受け取ってい

る場合はそれらを返し、契約前の状態に戻して

終了します（原
げん

状
じょう

回復義務）。

このほか、法律で定めた中途解約があります。

請負工事や家庭教師のようなサービスの契約で

20 契約とは何だろう
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（31、32、33、34、35を担当）
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